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システミックな細胞競合制御によるがん発生メカニズム

掛村 文吾，井垣 達吏

1. はじめに

上皮細胞における頂端－基底極性の崩壊は，代表的な悪
性がんの形質である．実際に，さまざまな実験系において
極性が崩壊した細胞が過剰な増殖能をもつことが示されて
いる．たとえば，極性決定遺伝子 scribble（scrib）を欠損
したショウジョウバエ上皮組織は過剰な細胞増殖を起こし
て腫瘍を形成する．興味深いことに，そのような極性崩壊
細胞は周囲を正常細胞に囲まれると細胞死を起こして組織
から排除される．この現象は「細胞競合」と呼ばれ，細胞
間相互作用を介した新たながん抑制機構として注目されて
いる．これまで細胞競合の分子メカニズムに関しては，競
合する細胞間の直接的な相互作用が中心的に解析されて
きた．我々は最近，この細胞競合が生体内のシステミック
な因子によっても制御されることを見いだした．具体的に
は，生体内のインスリン濃度が上昇する高インスリン血症
の状態では細胞競合の機構が破綻し，極性崩壊細胞が正常
細胞に囲まれた状況でも腫瘍化することをショウジョウバ
エモデルで見いだした．また，糖尿病治療薬であるメトホ
ルミンの投与によりこの腫瘍化が抑制されることもわかっ
た．これらの結果は，生体内のシステミックな因子が細胞
競合の制御に重要な役割を果たしうること，またこれを薬
剤によって制御しうることを示唆しており，細胞競合の人
為的制御による疾患治療の可能性を提示している．

2. 細胞競合によるがん原性細胞の排除

ヒトのがんのほとんどは上皮由来であり，上皮細胞の頂
底極性の崩壊は悪性がんのホールマークの一つとして知ら
れている 1）．scribは進化的に保存された頂底極性決定遺伝

子で，ショウジョウバエの septate junction（tight junctionの
ショウジョウバエアナログ）の形成に必須である 2）．scrib
を欠損したショウジョウバエ上皮細胞は，極性を失うとと
もに過剰増殖して腫瘍化する 3）．これらのことから，極性
決定遺伝子はがん抑制遺伝子として機能すると考えられて
きた．一方，興味深いことに，上皮組織の一部にモザイク
状に極性崩壊細胞（scrib変異細胞）を誘導した場合，極
性崩壊細胞は過剰増殖せずむしろ細胞死を起こして組織か
ら排除される（図1）4）．このような状況依存的な細胞排除
は「細胞競合」と呼ばれ，哺乳類細胞においても同様の現
象が起こることが示されている 5）．我々はこれまで，ショ
ウジョウバエ遺伝学を用いてこの細胞競合の分子メカニズ
ムを解析してきた（図2）．まず，極性崩壊細胞の排除に
はEiger（ショウジョウバエTNFホモログ）によって活性
化される JNK（c-Jun N-terminal kinase）シグナルが中心的
な役割を果たすことがわかった．具体的には，組織中に生
じた scrib変異細胞ではエンドサイトーシスが亢進し，Ei-
ger/TNFがエンドサイトーシスを受けることでエンドソー
ムにおいてその下流の JNKシグナルが活性化する 6）．極性
崩壊細胞における JNKの活性化はアポトーシスを促進す
る 6）とともに，Slit-Robo2シグナルを介して細胞接着分子
Eカドヘリンの発現低下を引き起こして極性崩壊細胞の上
皮組織からの逸脱を促進する 7）．また，JNKシグナルは極
性崩壊細胞に隣接する野生型細胞においても活性化して
おり，この JNKシグナルの活性化はPvr（ショウジョウバ
エPDGFR/VEGFRホモログ）の発現誘導を介してアクチン
骨格の再編成を引き起こし，近接する極性崩壊細胞を貪食
する 8）．さらに，極性崩壊細胞に隣接する正常細胞の頂端
部に存在する細胞表面リガンドSasが側底側に局在変化す
ることで極性崩壊細胞の受容体型プロテインホスファター
ゼPtp10Dを活性化し，これによりEGFRシグナルが抑制
されることで極性崩壊細胞の排除が促される 9）．これらの
細胞間相互作用に加えて，極性崩壊細胞内で自然免疫シグ
ナルであるTollシグナルが活性化すると細胞競合が抑制さ
れ，腫瘍化が起こることもわかった 10）．ショウジョウバ
エ上皮組織では通常，Tollシグナルを抑制するセリンプロ
テアーゼインヒビター Serpin5（Spn5）が分泌されており，
これにより極性崩壊細胞が細胞競合によって排除されるよ
うな環境が作り出されている（図2）．最近筆者らは，病
原菌感染により全身性に自然免疫シグナルが活性化した場
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合にも細胞競合が破綻して極性崩壊細胞が腫瘍化すること
を見いだすとともに，このときTollシグナルがインスリン
シグナルを亢進することで細胞競合が破綻することを明ら

かにした（掛村ら，投稿準備中）．

図1 細胞競合によるがん抑制
極性決定遺伝子 scribを欠損したショウジョウバエ上皮組織は腫瘍化する（左）．一方，正常細胞に囲まれた scrib変
異細胞は過剰増殖せず，むしろ細胞死を起こして組織から排除される（細胞競合，右）．

図2 極性崩壊細胞の排除機構
ショウジョウバエ上皮組織中に誘導された極性崩壊細胞において，Eiger/TNF依存的に JNKシグナルが活性化する．
極性崩壊細胞における JNK活性化はアポトーシスを促進するとともにSlit-Robo2シグナルを介して細胞接着を低下
させる．正常細胞における JNKの活性化はPvrシグナルを介して貪食を促進する．正常細胞と極性崩壊細胞の境界
面においてはSas-Ptp10Dシグナルが活性化し，極性崩壊細胞におけるEGFRシグナルが抑制される．一方，正常細
胞から分泌されたSerpin5（Spn5）はTollシグナルのリガンドSpätzle（Spz）の活性化を阻害し，極性崩壊細胞の排
除を促進する．
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3. 高インスリン血症による細胞競合の破綻

我々は，生体内における細胞競合の制御メカニズムを明
らかにするため，ショウジョウバエ遺伝学的スクリーニン
グを行った．具体的には，ショウジョウバエ染色体欠失系
統ライブラリーを用いてショウジョウバエ個体全体にヘ
テロ接合性変異を導入し，上皮組織において極性崩壊細胞
（scrib変異細胞）の細胞競合による排除が抑制され，腫瘍
化する変異をスクリーニングした．その結果，細胞競合の
サプレッサー変異の責任遺伝子としてchico遺伝子［ショ
ウジョウバエ insulin receptor substrate（IRS）遺伝子］を同
定した．興味深いことに，chico遺伝子は上皮組織ではな
くインスリン産生細胞において欠損することで極性崩壊
細胞の腫瘍化を引き起こすことが明らかになった．さら
なる解析の結果，インスリン産生細胞におけるchico遺伝
子欠損は，フィードバック機構を介してインスリンペプチ
ド（ショウジョウバエDilp2タンパク質）の産生量を増大
させ，これによりショウジョウバエ体液中のインスリンレ
ベルが顕著に上昇し，高インスリン血症が引き起こされる
ことがわかった．この高インスリン血症が，上皮組織での
細胞競合をシステミックに破綻させていることが明らか
になった．インスリンシグナルはPI3K-Akt経路を介して
mTOR（target of rapamycin）を活性化し，細胞内のタンパ
ク質合成を促進することが知られている．以前に我々は，
隣接する細胞間のタンパク質合成能の差が細胞競合を駆動

する可能性を見いだしている 11）．興味深いことに，極性崩
壊細胞では通常，インスリンシグナルおよびタンパク質合
成能が正常細胞に比べて低下しており，高インスリン血症
状態ではこれらがいずれも正常細胞より増大することが明
らかになった．また，通常の血中インスリンレベルでは極
性崩壊細胞においてインスリン受容体の転写量が正常細胞
に比べて低下しており，高インスリン血症状態では逆に上
昇していることがわかった．これらの結果から，生体内の
高インスリン血症は極性崩壊細胞におけるインスリンシグ
ナルおよびタンパク質合成能を亢進して細胞競合を破綻さ
せ，極性崩壊細胞の腫瘍化を誘導することが明らかになっ
た 12）（図3）．
ヒトにおける高インスリン血症は，局所的な炎症により
惹起されたインスリン抵抗性が起因となって膵臓からのイ
ンスリン分泌量が増加することで起こることが知られてお
り，2型糖尿病患者や肥満に伴う典型的な病態の一つであ
る．重要なことに，2型糖尿病患者や肥満ではがんリスク
が増大することが知られているが，その原因についてはい
まだ不明な点が多い．ショウジョウバエにおいてがん抑制
性の細胞競合が血中インスリン量によって制御されうるこ
とを鑑みると，2型糖尿病や肥満によるがんリスクの増大
が細胞競合の破綻に起因している可能性がある．

図3 高インスリン血症による細胞競合破綻
通常の血中インスリンレベルでは，極性崩壊細胞におけるインスリンシグナルおよびタンパク質合成能は正常細胞
に比べて低下している．一方で，高インスリン血症状態では極性崩壊細胞におけるインスリンシグナルおよびタン
パク質合成能が正常細胞に比べて増大し，細胞競合による排除を免れて腫瘍化する．メトホルミンの投与により極
性崩壊細胞におけるタンパク質合成能能が低下し，細胞競合が機能して腫瘍化が抑制される．
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4. メトホルミンによる腫瘍抑制と細胞競合

2型糖尿病の第一選択薬として用いられているビグアナ
イド系薬剤メトホルミンを服用している患者は，メトホル
ミンを服用していない患者に比べてがんリスクが低いこと
が知られている 13）．メトホルミンの作用機序については
いまだ不明な点が多く，これまでにAMPK活性化による
肝臓での糖新生抑制や，細胞内タンパク質合成を促進す
るmTOR経路の抑制を介して腫瘍抑制効果を発揮するこ
とが予想されている 14）．興味深いことに，ショウジョウバ
エ幼虫にメトホルミンを投与すると，高インスリン血症状
態で起こる細胞競合の破綻（極性崩壊細胞の腫瘍化）が抑
制された．このとき，インスリン産生細胞からのインスリ
ンペプチド分泌量は低下しておらず，高インスリン血症状
態のままであったが，極性崩壊細胞においてS6K（mTOR
経路下流のキナーゼ）およびタンパク質合成能が低下して
いた．すなわち，メトホルミンは極性崩壊細胞内のmTOR
経路を抑制することで腫瘍化を抑制したと考えられた 12）

（図3）．

5. おわりに

ショウジョウバエを用いた細胞競合機構の遺伝学的解析
により，糖尿病や肥満とがんリスクの正相関を説明しうる
新たなメカニズムが見えてきた．細胞競合によるがん原性
細胞の排除が，近接細胞間の相互作用のみならず生体内環
境や特定の病理的条件，特に遠隔器官からのシステミック
な因子によっても制御されうることは興味深い．そして，
この細胞競合を化合物の経口投与という全身性の薬剤効果
によって制御できたという事実は，細胞競合の人為的制御
とその疾患治療への応用の可能性を提示している．今後，
哺乳類動物モデルも含めたさまざまな解析系で細胞競合の
生体レベルでの制御機構を明らかにしていくことで，細胞
競合の生理的役割とその動作機序の理解が深まるととも
に，医学への応用の道が拓かれるものと期待される．
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